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(57)【要約】
【課題】　精算機やロック板を備えずに、駐車車室の入
出庫の管理が可能な技術を提供する。
【解決手段】　出庫準備時刻データを前記の入出庫管理
端末へ送信する時刻データ送信手段と、出庫準備時刻デ
ータ(B)を前記の入出庫管理端末へ送信する時刻データ
送信手段と、駐車車室を利用した車両のナンバーを撮影
した出庫ナンバー写真に前記の出庫準備時刻データ(B)
および現在位置データを含んだ出庫データを受信する出
庫データ受信手段と、その出庫データについて前記の予
約データに係る車両のナンバー、および前記の駐車車室
データベースに蓄積された駐車車室の住所地データを比
較して前記の現在位置データが駐車車室の住所地データ
から離れているか否かを確認する出庫確認手段と、を備
えた駐車車室管理サーバとする。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駐車車室を利用する駐車車室ユーザに係る通信端末たる入出庫管理端末との通信をして
入出庫を管理する駐車車室管理サーバであって、
　駐車車室のオーナー提供された駐車車室の住所地データを含む車室属性データおよびそ
の駐車車室の予約状況などを蓄積する駐車車室データベースと、
　所定の駐車車室を利用予定の車両のナンバーを含んだ予約データを前記の入出庫管理端
末から受信する予約データ受信手段と、
　前記の入出庫管理端末からの出庫準備連絡を受信する出庫準備受信手段と、
　その出庫準備受信手段による出庫準備連絡に基づいて出庫準備時刻データを前記の入出
庫管理端末へ送信する時刻データ送信手段と、
　駐車車室を利用した車両のナンバーを撮影した出庫ナンバー写真に前記の出庫準備時刻
データおよび現在位置データを含んだ出庫データを受信する出庫データ受信手段と、
　その出庫データについて前記の予約データに係る車両のナンバー、および前記の駐車車
室データベースに蓄積された駐車車室の住所地データを比較して前記の現在位置データが
駐車車室の住所地データから離れているか否かを確認する出庫確認手段と、
を備えた駐車車室管理サーバ。
【請求項２】
　前記の出庫準備時刻データに係る時刻から所定時間が過ぎた出庫完了時刻における前記
の入出庫管理端末の現在位置データを受信する現在位置データ受信手段を備えるとともに
、
　前記の出庫データ受信手段は、前記の出庫準備時刻データおよび駐車車室を利用した車
両のナンバーを撮影した出庫ナンバー写真を受信することとし、
　前記の出庫確認手段は、前記の出庫完了時刻を含む現在位置データ、前記の出庫ナンバ
ー写真、前記の予約データに係る車両のナンバー、および前記の駐車車室データベースに
蓄積された駐車車室の住所地データを比較して前記の現在位置データが駐車車室の住所地
データから離れているか否かを確認することとした
請求項１に記載の駐車車室管理サーバ。
【請求項３】
　前記の入出庫管理端末からの入庫連絡を受信する入庫受信手段と、
　その入庫受信手段による入庫連絡に基づいて入庫時刻データを前記の入出庫管理端末へ
送信する時刻データ送信手段と、
　前記の入庫時刻データおよび前記の予約データに係る車両のナンバーを撮影した入庫ナ
ンバー写真を受信する入庫データ受信手段と、
　前記の時刻データに係る時刻を伴う入庫ナンバー写真および前記の駐車車室データベー
スに蓄積された予約データに係る車両のナンバーを比較して入庫を確認する入庫確認手段
と、
を備えた請求項１または請求項２のいずれかに記載の駐車車室管理サーバ。
【請求項４】
　駐車車室を管理する駐車車室管理サーバとの通信をして駐車車室を利用する駐車車室ユ
ーザに係る通信端末たる入出庫管理端末であって、
　駐車車室の予約状況などを蓄積する駐車車室データベースに対して、利用予定の所定の
駐車車室および利用予定の車両のナンバーを含む予約データを送信する予約データ送信手
段と、
　駐車車室を利用した車両を出庫させる際に前記の駐車車室管理サーバへ出庫準備連絡を
送信する出庫準備送信手段と、
　その出庫準備連絡を受信した駐車車室管理サーバから送信される出庫準備時刻データを
受信する時刻データ受信手段と、
　ＧＰＳ衛星と通信することによって現在位置を把握する現在位置把握手段と、
　出庫させる車両のナンバーを撮影して出庫ナンバー写真を取得する車両ナンバー撮影手
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段と、
　その車両ナンバー撮影手段が撮影した出庫ナンバー写真に前記の出庫準備時刻データお
よび前記の現在位置データを伴わせて前記の駐車車室管理サーバへ送信する出庫データ送
信手段と、
を備えた入出庫管理端末。
【請求項５】
　前記の出庫準備時刻データに係る時刻から所定時間が過ぎた出庫完了時刻において、前
記の現在位置把握手段が取得した現在位置データを送信する現在位置データ送信手段
を備えた請求項４に記載の入出庫管理端末。
【請求項６】
　前記の予約データに係る車両を入庫させる旨の入庫連絡を前記の駐車車室管理サーバへ
送信する入庫連絡送信手段と、
　その入庫連絡を受信した駐車車室管理サーバから送信される入庫時刻データを受信する
時刻データ受信手段と、
　を備えるとともに、
　前記の車両ナンバー撮影手段は、入庫させる車両のナンバーを撮影して入庫ナンバー写
真を取得することとし、
　その入庫ナンバー写真に前記の入庫時刻データを伴わせて前記の駐車車室管理サーバへ
送信する入庫データ送信手段
を備えることとした請求項４または請求項５のいずれかに記載の入出庫管理端末。
【請求項７】
　駐車車室を利用する駐車車室ユーザに係る通信端末たる入出庫管理端末との通信をして
入出庫を管理する駐車車室管理サーバを制御するコンピュータプログラムであって、
　駐車車室のオーナー提供された駐車車室の住所地データを含む車室属性データおよびそ
の駐車車室の予約状況などを駐車車室データベースへ蓄積する駐車車室データ蓄積手順と
、
　駐車車室を利用予定の車両のナンバーを含んだ予約データを前記の入出庫管理端末から
受信する予約データ受信手順と、
　前記の入出庫管理端末からの出庫準備連絡を受信する出庫準備受信手順と、
　その出庫受信手順による出庫準備連絡に基づいて出庫準備時刻データを前記の入出庫管
理端末へ送信する時刻データ送信手順と、
　駐車車室を利用した車両のナンバーを撮影した出庫ナンバー写真に前記の出庫準備時刻
データおよび現在位置データを含んだ出庫データを受信する出庫データ受信手順と、
　その出庫データについて前記の予約データに係る車両のナンバー、および前記の駐車車
室データベースに蓄積された駐車車室の住所地データを比較して前記の現在位置データが
駐車車室の住所地データから離れているか否かを確認する出庫確認手順と、
を駐車車室管理サーバに実行させることとしたコンピュータプログラム。
【請求項８】
　駐車車室を利用する駐車車室ユーザに係る通信端末たる入出庫管理端末との通信をして
入出庫を管理する駐車車室管理サーバを制御するコンピュータプログラムであって、
　駐車車室のオーナー提供された駐車車室の住所地データを含む車室属性データおよびそ
の駐車車室の予約状況などを駐車車室データベースへ蓄積する駐車車室データ蓄積手順と
、
　駐車車室を利用予定の車両のナンバーを含んだ予約データを前記の入出庫管理端末から
受信する予約データ受信手順と、
　前記の入出庫管理端末からの出庫準備連絡を受信する出庫準備受信手順と、
　その出庫受信手順による出庫準備連絡に基づいて出庫準備時刻データを前記の入出庫管
理端末へ送信する時刻データ送信手順と、
　その出庫準備時刻データおよび駐車車室を利用した車両のナンバーを撮影した出庫ナン
バー写真を受信する出庫ナンバー写真受信手順と、
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　前記の出庫準備時刻データに係る時刻から所定時間が過ぎた出庫完了時刻における前記
の入出庫管理端末の現在位置データを受信する現在位置データ受信手順と、
　前記の出庫完了時刻を含む現在位置データ、前記の出庫ナンバー写真、前記の予約デー
タに係る車両のナンバー、および前記の駐車車室データベースに蓄積された駐車車室の住
所地データを比較して前記の現在位置データが駐車車室の住所地データから離れているか
否かを確認する出庫確認手順と、
を駐車車室管理サーバに実行させることとしたコンピュータプログラム。
【請求項９】
　前記の入出庫管理端末からの入庫連絡を受信する入庫受信手順と、
　その入庫受信手順による入庫連絡に基づいて入庫時刻データを前記の入出庫管理端末へ
送信する時刻データ送信手順と、
　前記の入庫時刻データおよび前記の予約データに係る車両のナンバーを撮影した入庫ナ
ンバー写真を受信する入庫データ受信手順と、
　前記の時刻データに係る時刻を伴う入庫ナンバー写真および前記の駐車車室データベー
スに蓄積された予約データに係る車両のナンバーを比較して入庫を確認する入庫確認手順
と、
を駐車車室管理サーバに実行させることとした請求項７または請求項８のいずれかに記載
のコンピュータプログラム。
【請求項１０】
　駐車車室を管理する駐車車室管理サーバとの通信をして駐車車室を利用する駐車車室ユ
ーザに係る通信端末たる入出庫管理端末を制御するコンピュータプログラムであって、
　駐車車室の予約状況などを蓄積する駐車車室データベースに対して、利用予定の所定の
駐車車室および利用予定の車両のナンバーを含む予約データを送信する予約データ送信手
順と、
　駐車車室を利用した車両を出庫させる際に前記の駐車車室管理サーバへ出庫準備連絡を
送信する出庫準備送信手順と、
　その出庫準備連絡を受信した駐車車室管理サーバから送信される出庫準備時刻データを
受信する時刻データ受信手順と、
　ＧＰＳ衛星と通信することによって現在位置を把握する現在位置把握手順と、
　出庫させる車両のナンバーを撮影して出庫ナンバー写真を取得する車両ナンバー撮影手
順と、
　その車両ナンバー撮影手順にて撮影した出庫ナンバー写真に前記の出庫準備時刻データ
および前記の現在位置データを伴わせて前記の駐車車室管理サーバへ送信する出庫データ
送信手順と、
を入出庫管理端末に実行させることとしたコンピュータプログラム。
【請求項１１】
　前記の出庫準備時刻データに係る時刻から所定時間が過ぎた出庫完了時刻において、前
記の現在位置把握手段が取得した現在位置データを送信する現在位置データ送信手順をも
、
入出庫管理端末に実行させることとした請求項１０に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１２】
　前記の予約データに係る車両を入庫させる旨の入庫連絡を前記の駐車車室管理サーバへ
送信する入庫連絡送信手順と、
　その入庫連絡を受信した駐車車室管理サーバから送信される入庫時刻データを受信する
時刻データ受信手順と、
　入庫させる車両のナンバーを撮影して入庫ナンバー写真を取得する入庫ナンバー撮影手
順と、
　その入庫ナンバー撮影手順にて撮影した入庫ナンバー写真に前記の入庫時刻データを伴
わせて前記の駐車車室管理サーバへ送信する入庫データ送信手順と
を入出庫管理端末に実行させることとした請求項１０または請求項１１に記載のコンピュ
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ータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、時間貸し出し駐車車室に対して、貸し出し後の出庫確認を、その車室への設
備なしに実現するための情報処理装置およびコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般の駐車料金の徴収システムは、その場で精算機にて精算することで徴収する精算機
活用の場合の他、予め会員登録をしたユーザが登録した銀行口座から利用料金が引き落と
される、またはクレジット決済とする、という会員登録制という場合が多い。
【０００３】
　さて、個人宅の駐車スペース（以下、「車室」と記す）などを自らに係る車両が出払っ
ている時間帯だけ仲介者に依頼して貸し出す、というビジネスが広がりを見せている。
　こうした車室貸し出しビジネスにおいては、精算機を設置できない車室でも仲介対象と
している場合がある。精算機なしに利用料金をどのように徴収するのか、という点が運用
上の問題となる。現状では、利用者の自己申告としたり、ビーコン付きのコーンを設置し
たりしているに過ぎない。
【０００４】
　特許文献１には、各駐車場に入出庫の管理機能を持たせ、かつ不正車両に対する処理を
可能とする、ロック板のない駐車場管理システムが開示されている。
　特許文献２には、搭乗者の顔を撮影して顔データに変換し、顔認証技術により車両を特
定することで、駐車券や車両ナンバーの入力が不要で駐車料金を精算できる駐車場管理シ
ステムが開示されている。
　特許文献３には、駐車場の提供者は、特段の附帯設備を設けることなく、本人が利用し
ない少ない空き時間でも他者へ貸すことができる利便性かつ経済性に優れた空き駐車場管
理システムが開示されている。
【０００５】
　そのほか、ビーコンを利用した入出庫管理のシステムなどが紹介されている。ビーコン
利用システムは、精算機を設置するよりも手軽な技術である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１４－２２２４７７号公報
【特許文献２】特開２００６－３３８４７９号公報
【特許文献３】特開２０１３－２１４２６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　現状の車室貸し出しビジネスでは、利用者の自己申告で成り立っているため、不正利用
が横行する温床ともなっている。
　ビーコンを利用した入出庫管理システムは、精算機やロック板といった設備よりも簡単
であるし、導入時や運用時のコストも安い。しかし、ビーコンは、その電源となる電池が
必要な機会であるので、破損や紛失の心配があったり、耐候性に不安があったりする。設
置場所や設置のための人件費など、管理のためのランニングコストが掛かることとなる。
また、ビーコンでさえ設置困難な車室も少なくない。
【０００８】
　本発明が解決すべき課題は、精算機やロック板を備えずに駐車車室の入出庫の管理が可
能な技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　前述した課題を解決するため、本願発明者は、駐車車室管理サーバ、その駐車車室管理
サーバへアクセスする入出庫管理端末、駐車車室管理サーバを制御するコンピュータプロ
グラム、および入出庫管理端末を制御するコンピュータプログラムを提供する。
【００１０】
　（第一の発明）
　第一の発明は、駐車車室を利用する駐車車室ユーザに係る通信端末たる入出庫管理端末
との通信をして入出庫を管理する駐車車室管理サーバに係る。
　その駐車車室管理サーバは、
　駐車車室のオーナー提供された駐車車室の住所地データを含む車室属性データおよびそ
の駐車車室の予約状況などを蓄積する駐車車室データベースと、
　所定の駐車車室を利用予定の車両のナンバーを含んだ予約データを前記の入出庫管理端
末から受信する予約データ受信手段と、
　前記の入出庫管理端末からの出庫準備連絡を受信する出庫準備受信手段と、
　その出庫準備受信手段による出庫準備連絡に基づいて出庫準備時刻データ(B)を前記の
入出庫管理端末へ送信する時刻データ送信手段と、
　駐車車室を利用した車両のナンバーを撮影した出庫ナンバー写真に前記の出庫準備時刻
データ(B)および現在位置データを含んだ出庫データを受信する出庫データ受信手段と、
　その出庫データについて前記の予約データに係る車両のナンバー、および前記の駐車車
室データベースに蓄積された駐車車室の住所地データを比較して前記の現在位置データが
駐車車室の住所地データから離れているか否かを確認する出庫確認手段と、
を備えた駐車車室管理サーバである（図２参照）。
【００１１】
　（用語説明）
　「駐車車室データベース」には、駐車車室データベースの運営者に対して、自らに係る
駐車車室の管理（貸し出しや料金徴収など）を委託した駐車車室オーナーから提供された
駐車車室（または駐車場）に関する住所や場所、駐車料金、貸し出し可能時間などのデー
タが格納されている。駐車車室データベースは、駐車車室管理サーバ内へ物理的に格納さ
れている場合の他、駐車車室管理サーバとは物理的に離れて存在するものの通信ネットワ
ークを介してデータの授受が可能である場合を含む（図３参照）。
　なお、駐車場は、単数または複数の「車室」からなる。したがって、ユーザが利用する
のは、「車室」が一単位となっている。
　「時刻データ送信手段」が時刻データ(B)を送信し、入出庫管理端末の出庫データとし
て使わせるのは、入出庫管理端末の時刻データでは不正操作が可能となってしまうからで
ある。
　「駐車車室管理サーバ」は、カーシェアリング管理サーバ、レンタカー管理サーバなど
を含むこととしてもよい。
　「通信端末（入出庫管理端末）」とは、データ通信機能、ＧＰＳ機能、カメラ機能を備
え、且つ携帯可能な通信端末でなければならない（時計機能は、本願発明では必須ではな
い）。例えばスマートフォン、携帯電話、タブレット型端末などである。
【００１２】
　（作用）
　駐車車室のオーナー提供された駐車車室の住所地データを含む車室属性データおよびそ
の駐車車室の予約状況などを、駐車車室データベースへ予め蓄積している。
　所定の駐車車室を利用予定の車両のナンバーを含んだ予約データを、予約データ受信手
段が入出庫管理端末から受信する。
　続いて、入出庫管理端末からの出庫準備連絡を出庫準備受信手段が受信する。その出庫
準備受信手段による出庫準備連絡に基づいて、時刻データ送信手段が出庫準備時刻データ
(B)を前記の入出庫管理端末へ送信する。
【００１３】
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　入出庫管理端末においては、駐車車室を利用した車両のナンバーを撮影して出庫ナンバ
ー写真を得る。そして、その出庫ナンバー写真に前記の出庫準備時刻データ(B)および現
在位置データを含んだ出庫データを送信し、それを出庫データ受信手段が受信する。
　その出庫データについて前記の予約データに係る車両のナンバー、および前記の駐車車
室データベースに蓄積された駐車車室の住所地データを、出庫確認手段が比較し、前記の
現在位置データが駐車車室の住所地データから離れているか否かを確認する。離れている
場合には、出庫が完了したと判断できる。
　一方、出庫データ受信手段の受信した出庫準備時刻データ(B)が一定時間（たとえば10
分）より古い場合には、出庫データを不正とみなす。出庫ナンバー写真と位置情報を予め
取得していた駐車車室ユーザが、任意のタイミングで送信したと考えるのが合理的だから
である。
【００１４】
　以上により、駐車車室管理サーバおよび駐車車室を利用するユーザに係る入出庫管理端
末によって、精算機やロック板を備えることなく、駐車車室の出庫の管理が遠隔にて可能
となる。
【００１５】
　（第一の発明のバリエーション１）
　第一の発明は、以下のようにしてもよい。
　すなわち、前記の出庫準備時刻データ(B)に係る時刻から所定時間が過ぎた出庫完了時
刻(C)における前記の入出庫管理端末の現在位置データを受信する現在位置データ受信手
段を備える。
　前記の出庫データ受信手段は、前記の出庫準備時刻データ(B)および駐車車室を利用し
た車両のナンバーを撮影した出庫ナンバー写真を受信することとする。
　そして、前記の出庫確認手段は、前記の出庫完了時刻(C)を含む現在位置データ、前記
の出庫ナンバー写真、前記の予約データに係る車両のナンバー、および前記の駐車車室デ
ータベースに蓄積された駐車車室の住所地データを比較して前記の現在位置データが駐車
車室の住所地データから離れているか否かを確認することとするのである（図１０参照）
。
【００１６】
　（作用）
　所定の駐車車室を利用予定の車両のナンバーを含んだ予約データを、予約データ受信手
段が入出庫管理端末から受信し、時刻データ送信手段が出庫準備時刻データ(B)を前記の
入出庫管理端末へ送信するところまでは、同じである。
　入出庫管理端末から送信される出庫準備時刻データ(B)および駐車車室を利用した車両
のナンバーを撮影した出庫ナンバー写真を、出庫データ受信手段が受信する。前記の出庫
準備時刻データ(B)に係る時刻から所定時間が過ぎた出庫完了時刻(C)における前記の入出
庫管理端末の現在位置データを現在位置データ受信手段が受信する。その現在位置データ
、出庫ナンバー写真、予約データに係る車両のナンバー、および前記の駐車車室データベ
ースに蓄積された駐車車室の住所地データを比較して現在位置データが駐車車室の住所地
データから離れているか否かを、出庫確認手段が確認する。
【００１７】
　このバリエーションにおいても、駐車車室管理サーバおよび駐車車室を利用するユーザ
に係る入出庫管理端末によって、精算機やロック板を備えることなく、駐車車室の出庫の
管理が遠隔にて可能となる。
【００１８】
　（第一の発明のバリエーション２）
　第一の発明は、以下のように形成することとすると、より好ましい。
　すなわち、前記の入出庫管理端末からの入庫連絡を受信する入庫受信手段と、
　その入庫受信手段による入庫連絡に基づいて入庫時刻データ(A)を前記の入出庫管理端
末へ送信する時刻データ送信手段と、
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　前記の入庫時刻データ(A)および前記の予約データに係る車両のナンバーを撮影した入
庫ナンバー写真を受信する入庫データ受信手段と、
　前記の入庫時刻データ(A)に係る時刻を伴う入庫ナンバー写真および前記の駐車車室デ
ータベースに蓄積された予約データに係る車両のナンバーを比較して入庫を確認する入庫
確認手段と、
を備える（図１参照）。
【００１９】
　（作用）
　前記の入出庫管理端末からの入庫連絡を入庫受信手段が受信する。その入庫受信手段に
よる入庫連絡に基づいて入庫時刻データ(A)を時刻データ送信手段が前記の入出庫管理端
末へ送信する。
　前記の入出庫管理端末から送信される入庫時刻データ(A)および駐車車室を利用した車
両のナンバーを撮影した入庫ナンバー写真を入庫データ受信手段が受信する。前記の入庫
時刻データ(A)に係る時刻を伴う入庫ナンバー写真および前記の駐車車室データベースに
蓄積された予約データに係る車両のナンバーを、入庫確認手段が比較して入庫を確認する
。
　入庫データ受信手段の受信した入庫時刻データ(A)に係る時刻を伴う入庫ナンバー写真
が一定時間（たとえば10分）より古い場合には、入庫データを不正とみなす。入庫ナンバ
ー写真と位置情報を予め取得していた駐車車室ユーザが、任意のタイミングで送信したと
考えるのが合理的だからである。
【００２０】
　駐車車室管理サーバおよび駐車車室を利用するユーザに係る入出庫管理端末によって、
精算機やロック板を備えることなく駐車車室の入庫の管理が遠隔にて可能となる。
【００２１】
　（第二の発明）
　第二の発明は、駐車車室を管理する駐車車室管理サーバとの通信をして駐車車室を利用
する駐車車室ユーザに係る通信端末たる入出庫管理端末に係る。
　その入出庫管理端末は、駐車車室の予約状況などを蓄積する駐車車室データベースに対
して、利用予定の所定の駐車車室および利用予定の車両のナンバーを含む予約データを送
信する予約データ送信手段と、
　駐車車室を利用した車両を出庫させる際に前記の駐車車室管理サーバへ出庫準備連絡を
送信する出庫準備送信手段と、
　その出庫準備連絡を受信した駐車車室管理サーバから送信される出庫準備時刻データを
受信する時刻データ受信手段と、
　ＧＰＳ衛星と通信することによって現在位置を把握する現在位置把握手段と、
　出庫させる車両のナンバーを撮影して出庫ナンバー写真を取得する車両ナンバー撮影手
段と、
　その車両ナンバー撮影手段が撮影した出庫ナンバー写真に前記の出庫準備時刻データお
よび前記の現在位置データを伴わせて前記の駐車車室管理サーバへ送信する出庫データ送
信手段と、
を備えた入出庫管理端末である（図２参照）。
【００２２】
　（作用）
　駐車車室の予約状況などを蓄積する駐車車室データベースに対して、利用予定の所定の
駐車車室および利用予定の車両のナンバーを含む予約データを、予約データ送信手段が送
信する。
　駐車車室を利用した車両を出庫させる際には、前記の駐車車室管理サーバへ、出庫準備
送信手段が出庫準備連絡を送信する。　その出庫準備連絡を受信した駐車車室管理サーバ
から送信される出庫準備時刻データを、時刻データ受信手段が受信する。
　そして、現在位置把握手段が現在位置データを把握する。一方、出庫させる車両のナン
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バーを、車両ナンバー撮影手段が撮影して出庫ナンバー写真を得る。そして、車両ナンバ
ー撮影手段が撮影した出庫ナンバー写真に出庫準備時刻データおよび現在位置データを伴
わせ、出庫データ送信手段が前記の駐車車室管理サーバへ送信する。
　駐車車室管理サーバにおいては、出庫ナンバー写真に出庫準備時刻データおよび現在位
置データを用いて、出庫を確認できる。駐車車室を利用するユーザは、入出庫管理端末に
よって利用した車室から車両を出庫させたことを確認してもらうことができる。
【００２３】
　（第二の発明のバリエーション１）
　第二の発明は、　前記の出庫準備時刻データに係る時刻から所定時間が過ぎた出庫完了
時刻において、前記の現在位置把握手段が取得した現在位置データを送信する現在位置デ
ータ送信手段　を備えることとしてもよい。
【００２４】
　（作用）
　前記の出庫準備時刻データに係る時刻から所定時間が過ぎた出庫完了時刻にて入出庫管
理端末の現在位置データを、現在位置データ送信手段が送信する。
　現在位置データ送信手段による入出庫管理端末の現在位置データの送信が自動であれば
、ユーザは端末を操作することなく、入出庫管理端末によって利用した車室から車両を出
庫させたことを確認してもらうことができる。
【００２５】
　（第二の発明のバリエーション２）
　第二の発明は、以下のように形成すると、より好ましい。
　すなわち、前記の予約データに係る車両を入庫させる旨の入庫連絡を前記の駐車車室管
理サーバへ送信する入庫連絡送信手段と、　その入庫連絡を受信した駐車車室管理サーバ
から送信される入庫時刻データを受信する時刻データ受信手段と、を備える。
　前記の車両ナンバー撮影手段は、入庫させる車両のナンバーを撮影して入庫ナンバー写
真を取得することとする。また、その入庫ナンバー写真に前記の入庫時刻データを伴わせ
て前記の駐車車室管理サーバへ送信する入庫データ送信手段を備える。
【００２６】
　（作用）
　予約データに係る車両を入庫させる旨の入庫連絡を、入庫連絡送信手段が前記の駐車車
室管理サーバへ送信する。その入庫連絡を受信した駐車車室管理サーバから送信される入
庫時刻データを時刻データ受信手段が受信する。車両ナンバー撮影手段は、入庫させる車
両のナンバーを撮影して入庫ナンバー写真を取得する。その入庫ナンバー写真に前記の入
庫時刻データを伴わせて、入庫データ送信手段が前記の駐車車室管理サーバへ送信する。
　以上により、予約に係る車両を入庫させたことを駐車車室管理サーバへ報告することが
できる。
【００２７】
　（第三の発明）
　第三の発明は、駐車車室を利用する駐車車室ユーザに係る通信端末たる入出庫管理端末
との通信をして入出庫を管理する駐車車室管理サーバを制御するコンピュータプログラム
に係る。
　そのコンピュータプログラムは、駐車車室のオーナー提供された駐車車室の住所地デー
タを含む車室属性データおよびその駐車車室の予約状況などを駐車車室データベースへ蓄
積する駐車車室データ蓄積手順と、
　駐車車室を利用予定の車両のナンバーを含んだ予約データを前記の入出庫管理端末から
受信する予約データ受信手順と、
　前記の入出庫管理端末からの出庫準備連絡を受信する出庫準備受信手順と、
　その出庫受信手順による出庫準備連絡に基づいて出庫準備時刻データを前記の入出庫管
理端末へ送信する時刻データ送信手順　駐車車室を利用した車両のナンバーを撮影した出
庫ナンバー写真に前記の出庫準備時刻データおよび現在位置データを含んだ出庫データを



(10) JP 2018-163536 A 2018.10.18

10

20

30

40

50

受信する出庫データ受信手順と、
　その出庫データについて前記の予約データに係る車両のナンバー、および前記の駐車車
室データベースに蓄積された駐車車室の住所地データを比較して前記の現在位置データが
駐車車室の住所地データから離れているか否かを確認する出庫確認手順と、
を駐車車室管理サーバに実行させる。
【００２８】
　（第三の発明のバリエーション１）
　第三の発明は、以下のようにしてもよい。
　すなわち、前記の出庫受信手順による出庫準備連絡に基づいて出庫準備時刻データを前
記の入出庫管理端末へ送信する時刻データ送信手順と、
　その出庫準備時刻データおよび駐車車室を利用した車両のナンバーを撮影した出庫ナン
バー写真を受信する出庫ナンバー写真受信手順と、
　前記の出庫準備時刻データに係る時刻から所定時間が過ぎた出庫完了時刻における前記
の入出庫管理端末の現在位置データを受信する現在位置データ受信手順と、
　前記の出庫完了時刻を含む現在位置データ、前記の出庫ナンバー写真、前記の予約デー
タに係る車両のナンバー、および前記の駐車車室データベースに蓄積された駐車車室の住
所地データを比較して前記の現在位置データが駐車車室の住所地データから離れているか
否かを確認する出庫確認手順と、
を駐車車室管理サーバに実行させることとするのである。
【００２９】
　（第三の発明のバリエーション２）
　第三の発明は、以下のように形成すると、より好ましい。
　すなわち、前記の入出庫管理端末からの入庫連絡を受信する入庫受信手順と、
　その入庫受信手順による入庫連絡に基づいて入庫時刻データを前記の入出庫管理端末へ
送信する時刻データ送信手順と、
　前記の入庫時刻データおよび前記の予約データに係る車両のナンバーを撮影した入庫ナ
ンバー写真を受信する入庫データ受信手順と、
　前記の時刻データに係る時刻を伴う入庫ナンバー写真および前記の駐車車室データベー
スに蓄積された予約データに係る車両のナンバーを比較して入庫を確認する入庫確認手順
と、
を駐車車室管理サーバに実行させるのである。
【００３０】
　（第四の発明）
　第四の発明は、駐車車室を管理する駐車車室管理サーバとの通信をして駐車車室を利用
する駐車車室ユーザに係る通信端末たる入出庫管理端末を制御するコンピュータプログラ
ムに係る。
　そのコンピュータプログラムは、駐車車室の予約状況などを蓄積する駐車車室データベ
ースに対して、利用予定の所定の駐車車室および利用予定の車両のナンバーを含む予約デ
ータを送信する予約データ送信手順と、
　駐車車室を利用した車両を出庫させる際に前記の駐車車室管理サーバへ出庫準備連絡を
送信する出庫準備送信手順と、
　その出庫準備連絡を受信した駐車車室管理サーバから送信される出庫準備時刻データを
受信する時刻データ受信手順と、
　ＧＰＳ衛星と通信することによって現在位置を把握する現在位置把握手順と、
　出庫させる車両のナンバーを撮影して出庫ナンバー写真を取得する車両ナンバー撮影手
順と、
　その車両ナンバー撮影手順にて撮影した出庫ナンバー写真に前記の出庫準備時刻データ
および前記の現在位置データを伴わせて前記の駐車車室管理サーバへ送信する出庫データ
送信手順と、
を入出庫管理端末に実行させる。
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【００３１】
　（第四の発明と第二の発明との関係）
　第四の発明は、第二の発明に係る入出庫管理端末へインストールされるアプリケーショ
ンソフトウェアに該当する。第四の発明に係るコンピュータプログラムをインストールさ
れた端末は、第二の発明となる。
【００３２】
　（第四の発明のバリエーション１）
　第四の発明は、以下のように形成すると、より好ましい。
　すなわち、前記の出庫準備時刻データに係る時刻から所定時間が過ぎた出庫完了時刻に
おいて、前記の現在位置把握手段が取得した現在位置データを送信する現在位置データ送
信手順をも、入出庫管理端末に実行させることとするのである。
【００３３】
　（第四の発明のバリエーション２）
　第四の発明は、以下のように形成すると、より好ましい。
　すなわち、前記の予約データに係る車両を入庫させる旨の入庫連絡を前記の駐車車室管
理サーバへ送信する入庫連絡送信手順と、
　その入庫連絡を受信した駐車車室管理サーバから送信される入庫時刻データを受信する
時刻データ受信手順と、
　入庫させる車両のナンバーを撮影して入庫ナンバー写真を取得する入庫ナンバー撮影手
順と、
　その入庫ナンバー撮影手順にて撮影した入庫ナンバー写真に前記の入庫時刻データを伴
わせて前記の駐車車室管理サーバへ送信する入庫データ送信手順と
を入出庫管理端末に実行させることとするのである。
【００３４】
　（コンピュータプログラムの発明）
　第三および第四の発明に係るコンピュータプログラムは、記録媒体に格納して配布する
こと、および通信設備を介して送信することによって配布することが可能である。
【発明の効果】
【００３５】
　第一および第三の発明によれば、精算機やロック板を備えずに駐車車室の入出庫の管理
を可能とする駐車車室管理サーバおよびその制御プログラムを提供することができた。
　また、第二および第四の発明によれば、精算機やロック板を備えずに駐車車室の入出庫
の管理を可能とする入出庫管理端末およびその制御プログラムを提供することができた。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本願発明における入庫管理の仕組みを示すブロック図である。
【図２】本願発明における出庫管理の仕組みを示すブロック図である。
【図３】本発明における駐車車室データベースの位置づけに関するバリエーションを示す
概念図である。
【図４】入出庫管理端末におけるアプリケーションの推移（入庫時）を示す概念図である
。
【図５】入出庫管理端末におけるアプリケーションの推移（入庫時）を示す概念図である
。
【図６】入出庫管理端末におけるアプリケーションの推移（出庫時）を示す概念図である
。
【図７】入出庫管理端末におけるアプリケーションの推移（出庫時）を示す概念図である
。
【図８】入出庫管理端末におけるアプリケーションの推移（出庫時）を示す概念図である
。
【図９】出庫管理についてのバリエーション１を示すブロック図である。
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【図１０】出庫管理についてのバリエーション２を示すブロック図である。
【図１１】入出庫管理端末における出庫管理バリエーション２のアプリケーションの推移
を示す概念図である。
【図１２】入出庫管理端末における出庫管理バリエーション２のアプリケーションの推移
を示す概念図である。
【図１３】入出庫管理端末における出庫管理バリエーション２のアプリケーションの推移
を示す概念図である。
【図１４】出庫管理についてのバリエーション３を示すブロック図である。
【図１５】入出庫を連続させた場合における管理バリエーションを示すブロック図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　本願発明を実施する形態について、図１から図１５を用いて説明する。また、駐車車室
のユーザによる端末の操作、駐車車室管理サーバにおける動作、ソフトウェアについても
併せて説明する。
　図１および図２によって、本実施形態における入出庫管理端末と駐車車室管理サーバと
の関係を説明する。また、図４から図８で、入出庫管理端末における画面推移を説明する
。
　図９、図１０および図１４では、出庫管理におけるバリエーションについて説明する。
図１１から図１３では、図１０に示した出庫管理における入出庫管理端末の画面推移を説
明する。
　図１５では、入出庫管理における入出庫管理端末と駐車車室管理サーバとの関係のバリ
エーションを説明する。
【００３８】
　（図１）
　図１は、精算機もロック板もない駐車車室を借りる予約をしたユーザに係る携帯型の通
信端末（スマートフォンを前提とする）と、予約に係る駐車車室の入出庫管理をしている
駐車車室管理サーバとの関係において、入庫の確認を実行する場面を示している。
　まず、ユーザに係る携帯端末には、精算機もロック板もない駐車車室を借りる予約や入
出庫の管理をするための専用アプリケーションソフトウェア（以下、「専用アプリ」と略
記）をダウンロードしてある。その専用アプリを介して、駐車車室管理サーバと情報の授
受を実行可能な「入出庫管理端末」となる。
　なお、図示を省略しているが、ユーザによる駐車車室の利用料金の支払いなどを円滑に
実行するため、駐車車室管理サーバの運営者に対して会員登録を済ませ、利用料金の自動
引き落としなどが行えるようにしているのが一般的である。
【００３９】
　「携帯型の通信端末」の例としてスマートフォンを前提としたのは、本実施形態におい
ては、データ通信機能、ＧＰＳ機能、およびカメラ機能を備え、且つ携帯可能な通信端末
でなければならないからである。そのほかの「携帯型の通信端末」としては、例えばスマ
ートフォン、携帯電話、タブレット型端末などがある。
　なお、時計機能は、本発明においては必須ではない。現状入手可能な通信端末にはほぼ
全てに時計機能が付属しているが、以下の実施形態においても、通信端末の時計機能は使
わず、駐車車室管理サーバが提供する時刻データを用いる。
【００４０】
　「駐車車室管理サーバ」は、駐車車室を管理する「駐車車室データベース」を備える。
この「駐車車室データベース」には、駐車車室データベースの運営者に対して、自らに係
る駐車車室の管理（貸し出しや料金徴収など）を委託した駐車車室オーナーから提供され
た駐車車室（または駐車場）に関する住所や場所、駐車料金、貸し出し可能時間などのデ
ータが格納されている。
　なお、駐車場は、単数または複数の「車室」からなる。したがって、ユーザが利用する
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のは、「車室」が一単位となる。
【００４１】
　まず、ユーザが、ある日時のある駐車車室を予約する。その予約には、その駐車車室を
利用予定の車両の車両ナンバーを含めた予約データを、予約データ送信手段を用いて駐車
車室管理サーバへ送信しておく。
　車両ナンバーを含めた予約データは、駐車車室管理サーバの予約データ受信手段が受信
する。そして、駐車車室データベースへ登録する。
【００４２】
　予約の日時が近づいたら、入出庫管理端末を携えたユーザが予約に係る駐車車室へ、駐
車予定の車両にて出向く。そして、入庫したら、入庫連絡送信手段にて駐車車室管理サー
バへ入庫連絡を送信する。
　その入庫連絡は、駐車車室管理サーバの入庫受信手段が受信する。そして、時刻データ
送信手段が、入出庫管理端末へ時刻データ(A)を送信する。
　時刻データ(A)は、入出庫管理端末における時刻データ受信手段が受信する。そして、
駐車車室を利用するユーザは、車両ナンバー撮影手段（スマートフォンのカメラ機能）を
用いて駐車する車両のナンバープレートを撮影して車両ナンバー写真（デジタルデータ）
を取得し、先ほどの時刻データ(A)とともに、入庫データ送信手段にて駐車車室管理サー
バへ送信する。
　ユーザに係る入出庫管理端末における時計機能による時刻を用いずに、駐車車室管理サ
ーバから送信される時刻データ(A)を用いるのは、ユーザによる不正防止のためである。
【００４３】
　車両が入庫した旨の入庫ナンバー写真が時刻データ(A)を伴って送信される入庫データ
は、駐車車室管理サーバの入庫データ受信手段が受信する。そして、入庫確認手段が駐車
車室データベースにおいて当該車室を予約した車両ナンバーと照合し、一致しているか否
かを確認する。なお、入庫ナンバー写真は画像データであるので、その画像データの中か
ら車両ナンバーを画像認識ソフトなどで読み取ってデジタル化し、駐車車室データベース
の車両ナンバーとの比較を実行することとなる。
　確認結果は、確認結果送信手段にて、入出庫管理端末へ送信する。その確認結果は、結
果受信手段が受信する。
【００４４】
　（図２）
　図２は、入庫した車両を出庫させる場面である。すなわち、駐車車室を借りる予約をし
たユーザに係る入出庫管理端末と駐車車室管理サーバとの関係において、出庫の確認を実
行する場面を示している。
　図中、入出庫管理端末の側に予約データ送信手段、駐車車室管理サーバの側には予約デ
ータ受信手段を示しているが、予約データが確実に送受信されていることを前提としない
と出庫の確認が行えないために、便宜上示している。
【００４５】
　駐車車室から車両を出庫させたユーザは、入出庫管理端末の出庫準備送信手段を用いて
出庫準備連絡を駐車車室管理サーバへ送信する。その出庫準備連絡は、駐車車室管理サー
バの出庫準備受信手段が受信する。そして、時刻データ送信手段が、時刻データ(B)を入
出庫管理端末へ送信する。その時刻データ(B)は、入出庫管理端末の時刻データ受信手段
が受信する。
【００４６】
　駐車車室を利用したユーザは、入出庫管理端末におけるＧＰＳ機能を起動させた上で、
車両ナンバー撮影手段（スマートフォンのカメラ機能）を用いて駐車する車両のナンバー
プレートを撮影して出庫ナンバー写真を取得する。
　その車両ナンバー写真を時刻データ(B)および位置データとともに出庫データ送信手段
にて駐車車室管理サーバへ送信する。
　駐車車室管理サーバでは、時刻データ(B)を伴った出庫ナンバー写真を出庫データ受信
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手段が受信する。出庫ナンバー写真もまた画像データであるので、その画像データの中か
ら車両ナンバーを画像認識ソフトなどで読み取ってデジタル化し、駐車車室データベース
の車両ナンバーとの比較を実行する。
【００４７】
　現在位置データは、駐車車室の住所地データ（駐車車室データベースに格納されている
）と照合不一致であれば、出庫を完了していると推定できる。
　出庫確認手段による確認結果は、確認結果送信手段が入出庫管理端末へ送信する。入出
庫管理端末においては、その確認結果を結果受信手段が受信する。
【００４８】
　なお、ユーザによる予約データと、時刻データ(B)にて、予約どおりにそのユーザが出
庫したか否かを確認できる。
　同様に、ユーザによる予約データと、時刻データ()A)とで、予約どおりにそのユーザが
入庫したか否かを確認できる。
　これら２点の確認によって、駐車車室の利用料金を算出し、ユーザへの請求額とする。
【００４９】
　（図３）
　駐車車室データベースは、図１および図２では駐車車室管理サーバ内へ物理的に格納さ
れているとして説明した。しかし、駐車車室データベースは、図３に示すように、駐車車
室管理サーバとは物理的に離れて存在するものの通信ネットワークを介してデータの授受
が可能というものであってもよい。
　図３に示す駐車車室管理サーバは、駐車車室データベースαのみならず、β、γとも通
信ネットワークを介してデータの授受が可能としていることを示している。
【００５０】
　（図４）
　図４は、入出庫管理端末におけるアプリケーションの推移（入庫時）を示している。
　図４（ａ）では、車両の運転者である予約者の氏名および車室を利用する車両のナンバ
ーをユーザ（予約者）に入力させ、送信ボタンをタップさせる画面を示している。
　図４（ｂ）では、ユーザに対して入庫連絡を駐車車室管理サーバへ送信させるための画
面を示している。
　図４（ｃ）では、駐車車室管理サーバから時刻データ（図１における時刻データ(A)）
を受信した直後であって、カメラが自動的に起動する直前の状態の画面を示している。カ
メラが起動した後には、3分以内に入庫させた車両のナンバープレートを撮影して送信す
るような指示が表示される。この時刻データにて、入庫データ（図５において撮影した入
庫ナンバー写真と合体させたデータ）が作成される。
【００５１】
　（図５）
　図５もまた、入出庫管理端末におけるアプリケーションの推移（入庫時）を示している
。
　図５（ａ）では、カメラが起動し、駐車した車両のナンバープレートを撮影する画面を
示している。
　図５（ｂ）では、撮影した画像が鮮明かどうか、写すべきナンバープレートが小さすぎ
ないか、全ての文字が移っているかどうか、などをユーザに確認させる直前の画面を示し
ている。
【００５２】
　図５（ｃ）では、撮影済みのナンバープレート画像の送信前の状態の画面を示している
。
　ナンバープレート画像とともに、図４（ｃ）にて受信した時刻データが表示されている
。
　「もう一度撮影」というボタンと、「画像を送信」というボタンとが二者択一となって
いる。「もう一度撮影」をユーザが選択すれば、カメラの起動状態に戻る。「画像を送信
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」を選択すれば、前記の時刻データと合わせたナンバープレート画像による入庫データが
作成され、駐車車室管理サーバへ送信されることとなる。
【００５３】
　（図６）
　図６は、入出庫管理端末におけるアプリケーションの推移（出庫時）を示す概念図であ
る。
　図６（ａ）は、ユーザに対して出庫準備連絡を駐車車室管理サーバへ送信させるための
画面を示している。
　図６（ｂ）では、出庫データの送信後、５分以内に出庫を完了させる旨をユーザに促し
ている。更に、ユーザに対して入出庫管理端末の「位置情報サービス」を起動させておく
ことを要求している。
　「位置情報サービス」は、スマートフォンに内蔵されたＧＰＳ機能によって、そのスマ
ートフォンがどこにあるのかを、衛星との通信を介して把握し、その位置情報を活用する
ことができる機能である。プライバシーの問題、スマートフォンのエネルギ消費が激しい
こと等を理由として、「位置情報サービス」の設定をＯＦＦにしているユーザが少なくな
い。しかし、この「位置情報サービス」がＯＮになっていないと、出庫管理が不完全とな
ってしまうため、ユーザに対して「位置情報サービス」を起動させておくことを要求して
いる。
【００５４】
　加えて、図６（ｂ）では、「位置情報サービス」をＯＮにした（していることを確認し
た）直後に、ユーザに対して車両のナンバープレートを撮影させるが、その撮影データへ
位置情報が（自動的に）付加されることを許諾してもらう。
　位置情報がプライバシー情報であり、そのプライバシー情報を細かく設定できる場合に
おいて、出庫管理のためには、車両のナンバープレート写真、位置情報、時刻データが必
要だからである。
　なお、入出庫管理端末における本アプリケーションを起動させた際に、「位置情報サー
ビス」をＯＮにすることをユーザへ許諾を促す画面を設けることとしてもよい。
【００５５】
　図６（ｃ）では、駐車車室管理サーバから時刻データ（図２における時刻データ(B)）
を受信した旨、および直後にカメラが起動する旨の表示画面を示している。この時刻デー
タ(B)にて、出庫データ（出庫ナンバー写真と合体させたデータ）が作成される。
【００５６】
　（図７）
　図７もまた、入出庫管理端末におけるアプリケーションの推移（出庫時）を示す概念図
である。
　図７（ａ）は、カメラが起動し、駐車した車両のナンバープレートを撮影する画面を示
している。
　図７（ｂ）は、撮影した画像が鮮明かどうか、写すべきナンバープレートが小さすぎな
いか、全ての文字が移っているかどうか、などをユーザに確認させる直前の画面を示して
いる。
【００５７】
　図７（ｃ）では、撮影済みのナンバープレート画像の送信前の状態の画面を示している
。
　ナンバープレート画像とともに、図６（ｃ）にて受信した時刻データが表示されている
。
　「もう一度撮影」というボタンと、「画像を送信」というボタンとが二者択一となって
いる。「もう一度撮影」をユーザが選択すれば、カメラの起動状態に戻る。「画像を送信
」を選択すれば、前記の時刻データと合わせたナンバープレート画像による出庫データが
作成され、駐車車室管理サーバへ送信されることとなる。
【００５８】
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　（図８）
　図８もまた、入出庫管理端末におけるアプリケーションの推移（出庫時）を示す概念図
である。
　図８（ａ）では、位置情報および時刻データを伴った車両のナンバープレート写真を駐
車車室管理サーバへ送信した旨、および送信したデータに基づいて出庫を確認している旨
をユーザに知らせるための画面を示している。
　「出庫を確認しています。暫くお待ち下さい。」となっているのは、駐車車室管理サー
バにおける出庫確認手段が、各種のデータに基づいて出庫したか否かを確認していること
を、ユーザに伝えているものである。
【００５９】
　図８（ｂ）では、駐車車室管理サーバが受信した位置情報によっては、駐車車室管理サ
ーバにおける出庫確認手段が出庫したことを確認できなかった旨（エラー）を、ユーザに
伝えている。
　この画面における「もう一度送信」のボタンをタップすると、ユーザの積極的な行動に
て、入出庫管理端末における位置情報が送信される。なお、「もう一度送信」においては
、最新の出庫準備時刻データ(B)が必要となるが、上記の「確認できなかった旨（エラー
）」とともに最新の出庫準備時刻データ(B)が送信されてくるので、その最新の出庫準備
時刻データ(B)が使われる。
【００６０】
　図８（ｃ）では、図８（ａ）または（ｂ）の後に、出庫の確認ができた場合にその旨を
ユーザに伝える画面を示している。
　駐車車室管理サーバが受信した位置情報が、駐車していた車室の住所地（位置情報）と
一致していないことが確認できたこととなる。入出庫管理端末、駐車していた車両、およ
びユーザはともに、駐車していた車室から移動したことが推測できるので、「出庫を完了
した」と駐車車室管理サーバが判断したのである。
【００６１】
　ユーザが出庫したふりをして車両を車室から出していない場合、駐車車室管理サーバが
受信した位置情報が、駐車していた車室の住所地（位置情報）と一致するので、出庫を完
了していないと推定できることとなる。
　なお、入出庫管理端末から送信される位置情報には、誤差があるので、車室の住所地（
位置情報）から所定の範囲外の位置情報が駐車車室管理サーバにおいて受信されないと、
出庫を完了していないと判断されるおそれがある。
【００６２】
　（図９）
　図９に示す出庫確認の手順について、図２との相違点を説明する。
　すなわち、現在位置データ受信手段は、車両ナンバー撮影手段が撮影するナンバー写真
へ現在位置データを付随させるのではなく、駐車車室管理サーバへ送信する出庫データと
して、時刻データ(B)へ付随させる旨を示している。
【００６３】
　なお、駐車車室管理サーバにおいては、ナンバー写真、時刻データ(B)、現在位置デー
タが一体であれば、出庫確認が可能だからである。
【００６４】
　（図１０）
　図１０に示す出庫確認の手順について、図２との相違点を説明する。
　図２にて示した出庫確認においては、ユーザは車両を出庫させてから車両ナンバー写真
を撮影し、時刻データ(B)および現在位置データを送信する。しかし、車両を出庫させて
から車両ナンバー写真を撮影する、というのはユーザにとって煩わしい。
　そこで、図１０に示す出庫確認においては、出庫前に両ナンバー写真を撮影して送信し
、時刻データ(B)を受信してから出庫が完了したであろう時間が経過した後に、現在位置
データを自動送信させることとしている。
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【００６５】
　出庫ナンバー写真を送信したユーザは、自らの車両を車室から出庫させる。そして、Ｇ
ＰＳ機能に基づいて入出庫管理端末の現在位置データを取得し、出庫完了時刻データ(C)
とともに駐車車室管理サーバへ送信する。その現在位置データおよび時刻データ(C)は、
現在位置データ受信手段が受信する。
　現在位置データは、駐車車室の住所地データ（駐車車室データベースに格納されている
）と照合不一致であれば、出庫を完了していると推定できる。
　そして、その現在位置データの時刻データ(C)が出庫ナンバー写真の時刻データ(B)より
も後であるならば、出庫したという事実がほぼ確認できる。出庫確認手段は、以上のよう
な確認作業を実行する。
　出庫確認手段による確認結果は、確認結果送信手段が入出庫管理端末へ送信する。入出
庫管理端末においては、その確認結果を結果受信手段が受信する。
【００６６】
　ユーザによる予約データと、時刻データ(B)または時刻データ(C)とで、予約どおりにそ
のユーザが出庫したか否かを確認できる。
　同様に、ユーザによる予約データと、時刻データ(A)とで、予約どおりにそのユーザが
入庫したか否かを確認できる。
　これら２点の確認によって、駐車車室の利用料金を算出し、ユーザへの請求額とするの
である。
【００６７】
　上記した実施形態においては、入出庫管理端末で時刻(C)を時刻(B)に基づいて決めるこ
ととしているが、この場合、「CはBの何分後か？」という情報を入出庫管理端末と駐車車
室管理サーバの両方で持つことになる。また、この時刻(C)を変更する場合には、入出庫
管理端末へ予めインストールしていた本アプリケーションを更新するなどの作業が必要に
なる。
　なお、前述した出庫完了時刻(C)については、駐車車室管理サーバが決定し、時刻デー
タ送信手段にて出庫準備時刻データ(B)と一緒に送信することとしてもよい。
【００６８】
　（図１１）
　図１１から図１３は、図１０に示した出庫確認の手順を採用した場合に、入出庫管理端
末におけるアプリケーションの推移（出庫時）を示す概念図である。
　図１１（ａ）は、図６（ａ）と同様である。
　図１１（ｂ）は、駐車車室管理サーバから時刻データ（図１０における時刻データ(B)
）を受信した旨、および直後にカメラが起動する旨の表示画面を示している。この時刻デ
ータ(B)にて、出庫データ（出庫ナンバー写真と合体させたデータ）が作成される。
　図１１（ｃ）は、カメラが起動し、駐車した車両のナンバープレートを撮影する画面を
示している。
【００６９】
　（図１２）
　図１２（ａ）では、撮影した画像が鮮明かどうか、写すべきナンバープレートが小さす
ぎないか、全ての文字が移っているかどうか、などをユーザに確認させる直前の画面を示
している。
　図１２（ｂ）では、撮影済みのナンバープレート画像の送信前の状態の画面を示してい
る。ナンバープレート画像とともに、図１１（ｂ）にて受信した時刻データが表示されて
いる。
　「もう一度撮影」というボタンと、「画像を送信」というボタンとが二者択一となって
いる。「もう一度撮影」をユーザが選択すれば、カメラの起動状態に戻る。「画像を送信
」を選択すれば、前記の時刻データと合わせたナンバープレート画像による出庫データが
作成され、駐車車室管理サーバへ送信されることとなる。
　図１２（ｃ）では、出庫データの送信後、５分以内に出庫を完了させる旨をユーザに促
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している。更に、ユーザに対して入出庫管理端末の「位置情報サービス」を起動させてお
くことを要求している。なお、図１１（ａ）の画面となる前に、ユーザへ「位置情報サー
ビス」をＯＮにして位置情報の利用を許諾させている場合には、図１２（ｃ）における「
位置情報サービスを　ＯＮ　にして下さい。」という画面表示はされない。
【００７０】
　（図１３）
　図１３（ａ）では、入出庫管理端末にインストールされたアプリケーションによって、
出庫データの送信後の所定時間後（この実施形態においては、図１２（ｃ）に示したよう
に７分後）に、位置情報が自動的に駐車車室管理サーバへ送信され、駐車車室管理サーバ
が受信した旨を入出庫管理端末へ返信してきたものである。
　なお、この図１３（ａ）では、ユーザの操作にて位置情報を送信させることとしている
が、アプリケーションにて自動送信させることとしてもよい。
【００７１】
　図１３（ｂ）では、駐車車室管理サーバが受信した位置情報によっては、駐車車室管理
サーバにおける出庫確認手段が出庫したことを確認できなかった旨を、ユーザに伝えてい
る。この際、時刻データ(C)を駐車車室管理サーバが送信する。
　この画面における「もう一度送信」のボタンをタップすると、ユーザの積極的な行動に
て、入出庫管理端末における位置情報が送信される。なお、図１３（ｂ）においても、ア
プリケーションにて自動送信させることとしてもよい。
【００７２】
　図１３（ｃ）では、図１３（ａ）または（ｂ）の後に、出庫の確認ができた場合にその
旨をユーザに伝える画面を示している。
　駐車車室管理サーバが受信した位置情報が、駐車していた車室の住所地（位置情報）と
一致していないことが確認できたこととなる。入出庫管理端末、駐車していた車両、およ
びユーザはともに、駐車していた車室から移動したことが推測できるので、「出庫を完了
した」と駐車車室管理サーバが判断したのである。
【００７３】
　ユーザが出庫したふりをして車両を車室から出していない場合、駐車車室管理サーバが
受信した位置情報が、駐車していた車室の住所地（位置情報）と一致するので、出庫を完
了していないと推定できることとなる。
【００７４】
　（図１４）
　図１０に示した出庫確認の手順を採用した場合、駐車車室管理サーバが受信した位置情
報が、駐車していた車室の住所地（位置情報）と一致していないものの、移動距離が小さ
い場合、車両の移動スピードから推測してユーザが車室に車両を駐車させたまま、徒歩で
移動している可能性がある。そのような場合には、所定時間をおいて再び入出庫管理端末
における位置情報を受信し、不正行為であるか否かを推定する。
　車室から車両を出庫させたものの渋滞にはまっている可能性もある。図１４に示す出庫
確認においては、道路情報サーバから渋滞情報を取得し、当該車室の周囲に渋滞が発生し
ているか否かを勘案し、不正行為であるか否かを推定することとしている。
【００７５】
　（図１５）
　図１５に示す実施形態においては、入庫時に車両ナンバー写真を送信させることで、出
庫時には車両ナンバー写真の送信を省略することとした入出庫確認の手順を示している。
　時刻データ(B)の送信後、現在位置データを時刻データ(C)とともに自動的に送信させる
ことで、出庫を確認することとしている。それ以外の手順については、図２や図１０に示
した手順と同じであるので、説明を省略する。
【００７６】
　上記してきた実施形態によれば、精算機やロック板を備えずに駐車車室の入出庫の管理
を可能とした。特に、出庫したか否かを、人手や新たな設備導入に頼ることなく確認でき
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るようにしたことは、駐車車室の有効活用に大きく貢献する可能性がある。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本願発明は、駐車車室の管理業、駐車車室の紹介をする通信情報業、駐車場管理に関す
るソフトウェア開発業などにおいて、利用可能性を有する。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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